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厚生労働省は2019年第2週（1月7～13日）のインフル

エンザ発生状況を公表し、定点あたり報告数は38.54（患者

報告数190527）となり、前週の定点あたり夫雄国数16.30

より増加しました。全国で警報レベルを超えている保健所地

域は358箇所（1都1道2府38県）となっており、インフル

エンザ感染が今年も猛威を振るっていることが数字からはっ

きりと見て取ります。私がこの原稿を書いている1月23日現

在においてもヤフージャパンのニューズにもインフルエンザ

感染や抗インフルエンザウイルス薬の内服と転落などの異常

行動との関連を示唆した記事が複数見受けられます。厚生労

働省のHPにおけるインフルエンザQ＆Aから以下抜粋しまし

た。

Q14：高インフルエンザウイルス薬の服用後に、転落死

を含む異常行動が報告されていると聞きましたが、薬が原因

なのでしょうか？⇒抗インフルエンザ薬の服用後に異常行動

（例：急に走り出す、部屋から飛び出そうとする、うろうろ

するなど）が報告されています。また、これらの異常行動の

結果、極めて稀ですが、転落等による死亡事例が報告されて

います。

※2009年4月から9件（2018年8月末現在）

抗インフルエンザ薬の服用と異常行動との因果関係は不明

ですが、これまでの調査結果などからは

・インフルエンザにかかった時には、抗インフルエンザ薬

を服用していない場合でも、同様の異常行動が現れること

・服用した抗インフルエンザウイルス薬の種類に関係なく、

異常行動が現れること、が報告されています。

以上のことから、インフルエンザにかかった際は抗インフ

ルエンザウイルス薬の服用の有無や種類に関わらず、異常行

動に対して注意が必要です。
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厳しい寒さが続いてインフルエンザが猛威を振るっ

ていますが、免疫力を高めるためにも腸内細菌を整え

たいものです。

バランスのとれた食事は腸内の善玉菌と悪玉菌の割

合を調整してくれます。主食は適量を、肉・魚・大豆

などのタンパク質はしっかり、食物繊維を含む野菜・

海藻・きのこなどを食事に取り入れることも大切です。

厚生労働省は成人で1日350ｇ以上の野菜を食べるこ

とを目標に掲げています。生野菜なら120ｇの野菜は

両手に持って軽く山盛り一杯、加熱した野菜なら片手

にのる量です。緑黄色野菜・淡色野菜も一緒に取り入

れましょう。

野菜に含まれる成分には生活習慣病や肥満の予防に

役立つものが含まれています。

抗週酸化作用（体内で発生した活用酸素は過剰にな

ると血管や細胞を傷つける。この活性酸素を消去する

働き）

①カロテン（人参・ほうれんそうなど）⇒抗酸化作

用・コレステロールを下げる

②リコピン（トマトなど）⇒抗酸化作用・美白効

果・HDLコレステロールを増やす

③ビタミンC（ブロッコリー・ピーマン・パプリカ

など）⇒抗酸化作用・コラーゲンの生成・メラニン色

素の生成を抑える・免疫力を高める

④ビタミンE（かぼちゃ・アボガドなど）⇒抗酸化

作用・老化防止

元気に寒さを乗り切って下さい。

内科 大楽先生

在宅往診部 歯科医師 清水先生 在宅往診部 内田歯科衛生士

誕生日会カレー作り

新年会

こんにちわ。2019年も始動し始めました。この季

節、風邪・インフルエンザとすごい勢いで感染してい

ます。

テレビのニュースでは、暗い話もありますが、今年

は一つチャレンジの年にしてみませんか？女性なら散

髪後のお化粧やネイルアート、男性なら逆バレンタイ

ン手作りチョコ、何か今までの自分をワンランク上に

するようなこと、やってみたかったことにチャレンジ

すると日常がちょっぴりハッピーになるかもしれませ

んね。

白石看護師

今年も寒さが厳しい時期がやってまいりましたが、みなさ

まいかがお過ごしでしょうか。

今回は冬の血圧管理の気をつけるポイントをお伝えします。

冬は夏に比べて平均的に血圧が高く、暖かい室内 から寒い

屋外に出ると急上昇することもあります。 急激な血圧の変動

により、高齢者やもともと血圧が 高めの人は、心筋梗塞や脳

卒中などの危険が増します。次のような点に気をつけましょう。

①体感温度の差を少なく

起床後の着替えは十分部屋が暖まってから行う、洗顔はぬるま

湯で行うなど冷たい状況を極力避け、冷たさによる血管収縮を

抑えましょう。

②急な行動は控える

起床後2時間程度は、血圧上昇がおこりやすいため慌ただしい

行動を控えていきましょう。

③入浴時の温度変化に注意

寒い脱衣所で脱ぎ着を行うと血圧が上昇し、その後熱いお湯に

入るとさらに血圧が上昇します。脱衣所を暖めることを意識し

ましょう。

このように、「寒い」「暖かい」のメリハリが生活場面で多く

なると血圧由来の脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。

今一度、生活場面の環境管理について見直して、寒い冬を安全

に乗り切りましょう！

在宅往診部 訪問リハビリ 北出理学療法士

心療内科 田村先生

本格的に寒くなりましたね。なかなか雨が降ら

ず、

空気がとても乾燥しています。そのため、お口

の中も乾燥して細菌が繁殖しやすい状況下と

なってしまいます。寒いのでなかなか喉が渇か

ないと思いますが、水分補給はとても大事です。

また、歯磨きをしてお口の中をきれいに保つこ

とも大事なので、日ごろから心がけるようにし

て、健康維持しましょう。

インフルエンザが全国的に流行していて、問題

となっていますね。日ごろの歯磨き等で、風邪

等を予防することができます。どうしても面倒

だなぁと思っておろそかにしてしまったりする

と、お口の中で汚れが繁殖してしまいます。す

ると風邪をひいてしまったり、肺炎等の原因に

もつながります。

毎食後はできない・・・という方もいらっしゃ

るかと思います。菌が繁殖しやすいのは、寝て

いるときです。ですので、できるだけ、寝る前

は必ずしっかりと歯磨きを行いましょう。



　　

日 月 火 水 木 金 土
1 2

27 28 29 30 31 節分豆まき

3 4 5 6 7 8 9
心療内科(2F) 内科検診 口腔ケア 誕生日会 習字

脳トレ

10 11 12 13 14 15 16
建国記念日 おでん ぬり絵 口腔ケア チョコレート 習字

　　 塩昆布ご飯作り 脳トレ パンケーキ作り

（3F）
17 18 19 20 21 22 23

心療内科(2F) おでん 内科検診 口腔ケア
防災訓練 塩昆布ご飯作り 脳トレ

（2F）

24 25 26 27 28
心療内科(３F) ぬり絵 口腔ケア 1 2

ひな祭り飾り付け 歌謡ショー

★　毎日体操
★　お天気の良い日は毎日公園散歩
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ゆとりあでは、毎月万が一の災害に備えて防災訓練を実施し

ております。今回は火災を想定し、歩ける方は歩行にて西階

段を使用し避難しました。

暦の上では春が始まる日、二十四節気の一つ、

でもまだまだ寒さは本格的、冬の寒さは様々で

す。

体の気の巡りをよくして血流を改善し、寒気

を取り除く食材を摂るといいそうです。おすす

めは

①くるみ、海老、羊肉（身体を温めてくれる）

②にんにく、しょうが、ねぎ、ニラ（香味野

菜）

③山椒、胡椒、唐辛子、辛子、シナモン（スパ

イス）

気の血流アップには（玉ねぎ、ラッキョ、

ザーサイ、きくらげ、黒砂糖）、冷え性対策は

「温める」こと、飲み物も温かい物を摂るよう

心掛けましょう。「緑茶」より「紅茶」、しょ

うがやシナモン、黒砂糖を加えればさらに温め

効果アップするとのことです。

ゆとりあの食事には上記の内容が含まれてお

り利用者様も毎日美味しい食事を召し上がって

おります。食事、日常的活動睡眠等充実してい

きましょう。

ご家族様におかれましては引き続きご支援、

ご協力をお願い申し上げます。

前田ヘルパーより

こんにちは！いつも大変お世話になっており

ます。ゆとりあでお仕事させていただいてから

10年経ちました。

いつも心掛けていることは、自分が入居した

いと思えるように支援させて頂いております。

スタッフ一同、利用者様がゆとりあで安心して

楽しく過ごして頂けるようにとおもっておりま

す。ゆとりあ通信でもお分かりかと思いますが、

毎月誕生日会、昼食作りやおやつ作り、イベン

トなど考えております。どうぞこれからもご協

力の程宜しくお願い致します。

月 火 水 木 金 土 日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

イカ団子の含め煮 納豆 つくね小判 アジのサンガ焼き ソーセージソテー つくね小判 ほうれん草平焼き

ほうれん草ごま和え 切干大根の煮物 玉ねぎの和え物 青菜と揚げの煮浸し ホットサラダ おかかまぶし パンプキンサラダ

海苔佃煮 練り梅 ふりかけ しばわかめ かんぴょうごぼう かっぱ漬・青 たいみそ

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 お吸い物 お吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ

麻婆豆腐 サバの大葉味噌 カレイの照り煮 白身魚の煮付け とんかつ 豚肉のピリ辛炒め 麻婆豆腐

中華風サラダ 小松菜の煮浸し 肉味噌のレタス包み もやしの炒め物 わかめの酢の物 酢の物 青菜と玉子炒め

にら饅頭 さつま芋サラダ オクラの和え物 金時豆 温奴 フキと真丈の煮物 はんぺんのさっぱり和え

おやつ ヨーグルトババロア お汁粉 おせんべい＆チョコレート プチシュー 黒糖まんじゅう クリームパン ドームケーキ

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 中華スープ

豆腐とえびの旨煮 麻婆玉子炒め 豚肉と春雨の炒め 鶏肉と蓮根の炒め物 つみれと大豆チャップ ホキの蒸し物 厚揚げの甘辛炒め

カリフラワーサラダ かに風味シュウマイ 海鮮チヂミ 春菊サラダ 小松菜の和え物 里芋の煮物 にらまんじゅう

もろこし香ばし揚げ しらす和え たけのこの和え物 茄子のさっと煮 おさつスナック 白菜サラダ セロリナムル

カロリー 1442ｋｃａｌ 1443ｋｃａｌ 1469kcal 1470kcal 1422kcal 1525kcal 1468kcal

朝

昼

晩

今　週　の　献　立

Ｓさん 新年会に参加され皆様と甘酒を美味しく召し上がりました。

Ｋさん お米とぎや食材切りなど毎日積極的に動いて下さいます。

Ａさん 新年会に参加され皆様と楽しい踊りを踊りました。

Mさん
カレー作りに参加され、皆様と食材を切ったりして動いて下
さいました。

Mさん
お正月にゆとりあで用意したおせち料理を召し上がり「おい
しいねえ」と喜んでいました。

Mさん
食後の食器洗いをスタッフの介助で一緒に洗ってくださいま
す。

Ｋさん
昔の犬の話をよくして下さいます。とてもうれしそうに話さ
れています。

Ｗさん
不安な顔をよくされるので「大丈夫ですよ」というと安心さ
れた顔をします。

Ｗさん 午前と午後一回ずつ横になる時間を設けています。

Ｎさん
以前は夜間眠れずに、廊下とフロアを行ったり来たりするこ
とがありましたが、現在は朝までぐっすり眠って下さいま
す。

Yさん
カレー作りに参加され食材切りなど積極的に動いて下さいま
した。

Ｈさん
スタッフと自分のほしい物をスーパーにスタッフと買いに出
かけました。

Ｈさん
ご飯の盛り付けや、食器洗い、将棋や洗濯物畳など積極的に
毎日動いて下さいます。

Ｋさん
新年会に参加され、甘酒やゲームなど皆様と楽しまれまし
た。

Ｔさん
食後の時間になると皆様に「お茶飲むかい？」と声を掛けて
お茶を入れて下さいます。

Kさん
食欲がとてもあり、食後にパンなどご自分の好きなものを召
し上がっています。

Tさん
おしゃべりがとても好きでスタッフや利用者様と雑談をよく
しています。警察署のお話などお好きなご様子です。

Hさん
1月から新たにゆとりあへ入居となりました。1日でも早くゆ
とりあの生活に慣れるようスタッフ一同全力で支援して参り
ます。

今月の私


